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外国人と共に暮らすために
何をなすべきか
小郡市在住外国人の状況と問
題点、課題についてお尋ねしま
す。また、出入国管理法改正後、
小郡市が行うべき施策は何かに
ついてお尋ねします。
月末の外国籍住民は
市長
カ国、１０１６人、 年前の
３．８倍で、グローバル化の進
展、日本語学校２校の開校など
により急増しています。国別で
はネパール５１０人、フィリピ
ン１８６人、ベトナム１４９人
などで在留資格では留学５８３
人、技能実習１６２人などです。
このような中、ごみの出し方
や自転車の交通マナー、行政手
続など社会生活に必要な情報提
供のために、英語、中国語、韓
国語、ネパール語のガイドブッ
ク配布、日本語教室や講演会な
どを行っています。小・中学校
でも、外国人児童・生徒のため
支援者を配置しています。
次に、改正出入国管理法によ

り外国人のさらなる増加が見込
まれます。市では、日本人と外
国人が生活習慣や文化の違いを
認め合い、理解を深め同じ地域
に暮らすための多文化共生施策
に取り組んでいきます。
三国幼稚園跡の
幼児施設はどうしますか
休園となった三国幼稚園跡地
はどうするのかお尋ねします。
市長 認定こども園を含む幼稚
園機能と保育所機能を有する公
立の幼児施設が、優先して検討
するべき候補です。また、設置
運営には長期の財政負担が伴う
ので、将来人口やニーズの減少
も踏まえて、十分に検討しなけ
ればなりません。今年度から来
年度にかけ、子ども・子育て支
援計画策定作業と並行して調査
研究を進めていきます。
成人引きこもり者への支援を
引きこもり者の現状と支援は
どうなっていますか。
市長 年間 件前後、県のひき
こもり地域支援センターを紹介
しています。今後、相談体制を
明確にし、当事者や家族、地域
との接点づくりを図っていきた
いと考えています。
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髙木 良郎
（志成会）

ものだと考えています。
悪化原因は、平成 年度から、
２億１千万円の人件費増にある
と思います。実施計画と毎年の
予算編成時期にも原因があると
思いますがいかがですか。
経営政策部長 時期については
見直していきます。
予算については、財政再建を
行うために問題点を具体的に精
査し、内容を整理した上で取り
組みを進めてください。
福童地区の開発について
（仮称）味坂スマート につ
いては進めていく方針を出され
ていますが、間違いないですか。
市長 お約束していますので、
しっかり取り組みます。
億円以上の負担が市に求め
られていると聞きますが、どう
いった内容ですか。
都市建設部長 法司川の内水排
除ポンプ施設に関するものです。
これは、浄化センター建設の
際、平成８年に当時の市長と地
元が約束したもので、インター
建設とは無関係ではないですか。
市長 内水排除施設の早期建設
については、私も引き継いでお
り、しっかり努力していきます。

−

−

井上 勝彦

こうしたさまざまな取り組み
を全庁的に検討し、緊急的な財
政健全化計画を５月末を目途に
策定します。２０２０年度予算
編成においては基金の取り崩し
を極力抑え、財政体質の改善の
第一歩として強い決意で取り組
んでいきます。
ふるさと納税制度の充実と民
間の活用についてお尋ねします。
市長 返礼品の充実や地場産品
の ＰＲ に 取 り 組 み 、 農 業 ・ 商 工
業の振興につなげながら地域の
稼ぐ力の向上と、ふるさと納税
を財源として新しい事業を推進
していきます。
民間との連携については、民
間の創意工夫や資金を活用して
効率的で効果的な公共サービス
の提供ができないか、公共施設
等 の 整 備 に 関 し て は 、 ＰＰＰ ・
ＰＦＩ の 手 法 導 入 に 関 し て 検 討
しています。
その他の様々な施策について
も、民間の力と繋がることで地
域課題の解決や地域の活性化に
取り組んでいきます。
15

−

小郡市の財政について
財政悪化の原因について具体
的にお示しいただき、それを踏
まえて今後どのようにしていく
のか、方向性をお尋ねします。
市長 経常的な経費が高いとい
う構造的な財政状況の中、投資
的経費等の増大が重なり、財源
が不足し、財政調整基金を毎年
繰り入れています。今後は歳入
に見合った予算編成を行います。
今の財政状況の中で、市が自
由に使える金額はいくらですか。
経営政策部長 一般財源が約２
億円と、特別交付税を合わせて
約７億７千万円となります。
財政調整基金を５億８千万円
取り崩し、その結果、貯金は
８億２千万円に減りました。一
方、市の借金は、この２年間で
億円増えており、財政が悪化
していますが、その原因をお尋
ねします。
経営政策部長 財政悪化の理由
は、扶助費・公債費・人件費・
臨時的な経費が増えた事による

−

40

−

（おごおり創志会）

財政状況について
過去最高の予算にまで膨れ上
がった要因についてお尋ねしま
す。
市長 多くの要因がありますが、
今まで市が行っていた計画に、
国の経済対策を取り入れたため、
本来の市の収入を超える公共事
業などの投資的事業が実施計画
として位置付けられ、支出が増
加した事も要因の一つです。
財政健全化に向けた取り組み
についてお尋ねします。
市長 主な取り組みとして、来
年度当初から投資的事業の凍
結・縮小・事業期間の延長を検
討し、２０２０年度に向けて投
資的経費を縮減させるとともに、
起債額を抑えて公債費の負担を
抑制します。
また、事務処理手法を見直し
て効率化を図るとともに、人員
配置を見直し、総人件費の抑制
を図ります。加えて、未利用地
の売却やふるさと納税の充実等、
歳入の確保に努めます。

−

−

−
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佐々木 益雄
（おごおり創志会）

交通弱者の交通手段・コミュニ
ティバス運行の充実を！
❶平成 年７月に交通弱者の
社会参加を推進する福祉目的バ
スとして運行が開始され、市民
のニーズに併せ運行ルートやダ
イヤ改正等が行われてきました
が、これまでの取り組みと課題
について、❷４月１日にダイヤ
改正の予定ですが、特に宝満川
左岸地区の便数減は交通弱者の
利便性が悪化し、更に地域活性
化を疎外する状況にもなります。
地域住民への周知方法とデマン
ド交通システムについて、❸地
域の生活交通問題は大きな関心
事で、施設の立地が希薄となる
中、移動に制約を受ける方は危
機的事態を招き、利用者からは
商業施設や医療機関、金融機関
等への交通手段が要求されてい
ます。地域住民が一番に要望し
ている、週２日に限定した運行
便数の増加やデマンドタクシー
の導入など、交通形態の抜本的
な見直しをお尋ねします。

市長 ❶高齢化による交通弱者
の増加が想定されることから、
コミュニティバスの役割は日常
生活に密着した交通手段への転
換が必要です。市内の公共交通
を全て賄うことは難しく、抜本
的な見直しをするため地元と協
議を進め、交通手段を確立し市
民の移動支援を行っていきます。
都市建設部長 ❷市の広報紙や
ホームページ、また地元の区長
とも協議し、張り紙などにより
周知を図っていきます。
デマンドタクシーは予約があ
った時に運行する乗り合い方式
で、目的地までの運行ダイヤや
発着場所など自由に組み合わせ
が可能なことから、多様な運行
形態を選択することが出来ます。
❸昨年の利用実態調査から通院
や買い物あるいは金融機関を目
的としてバスを利用されている
ことがわかりました。運行見直
しや自治会バス導入等の連携を
考え、今後、２月に立ち上げら
れた地域公共交通活性化協議会
に提案、協議しながら、曜日を
限定し一日の便数を増やすこと
やデマンドタクシーの導入に向
けて検討していきます。

−

−
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31

−

（志成会）

副市長 一般会計予算の約 ％
にあたる 億円程度あれば、緩
やかな財政運営が出来、半分の
億円では厳しい財政状況にな
ると思います。
財政健全化計画は５月末を目
途に策定するとのことですが、
平成 年度の予算を議会に提案
する前に提示すべきで、順序が
逆ではないですか。危機感が感
じられません。議会の予算審査
特別委員会の審査において、平
成 年度の予算は、財政調整基
金の残額が非常に少なくなって
おり、財政健全化計画の策定が
必要であるという意見が多く出
され、慌てて計画を策定するよ
うになったとしか考えられませ
ん。前市長は、財政調整基金の
残額が、 億７千万円の時に、
自らの給料もカットして財政再
建に取り組まれました。市長は
自らも血を流し財政再建に取り
組まれるのかお尋ねします。
市長 予算を作る段階から、今
後の財政再建については指示を
出しており、全庁的なアナウン
スも行っています。報酬カット
等については、改革プランが頓
挫した時に考えます。

7

10

31

古賀 敏彦

財政について
平成 年度の予算において、
一般会計における普通預金であ
る財政調整基金が８億２千万円
しか残っていない状況ですが、
これで平成 年度の予算を組む
ことが出来ると考えておられま
すか。また、財政調整基金が少
なくなっている状況をどのよう
に考え、対策を練られているの
かお尋ねします。
市長 経常的な経費が高いとい
う構造的な問題、膨れ上がった
投資的経費に対応するとともに、
継続事業と新規事業の調整等を
行い予算を計上したいと考えて
います。財政再建については、
投資的経費の抑制や公債費の適
正化、総人件費の抑制などのほ
か、歳入財源の確保などを含め
た財政健全化計画を今年５月末
を目途に策定します。
副市長にお尋ねします。小郡
市の財政規模に対して、財政調
整基金はどの程度持っていたら
良いとお考えですか。
−

10

−
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24

佐藤 源
（おごおり創志会）

小郡市の産業構造について
❶小郡市の農業・商業・工業
の産業構造、その 年前の姿と
現在の姿について、特に就業人
口の変化と産出額・販売額など
についてお答えください。❷さ
らにこれからの 年、小郡市は
どういった産業構造を目指すの
でしょうか。
市長 ❶平成 年の国勢調査に
よると、小郡市の就業人口の内、
第３次産業は全体の約 ％、第
２次産業は約 ％、第１次産業
は約４％です。平成 年からの
年間で最も就業人口の減少率
が高い産業は第１次産業で ．
４％減です。減少率０．１％の
第３次産業と比較すると非常に
高い減少率となっています。産
業別の構造変化については、農
業生産額は約 億円の水準を維
持しています。商工業の平成
年の売上金額は約２９１１億円
で、平成 年と比較すると約７
２０億円の増となっており、増
加傾向が見られます。❷これか

ら 年先は、今の１次、２次、
３次という産業分類自体が劇的
に変わってくるのではないかと
思います。農業をただ農業と考
えるのではなく、農業を基盤と
した形で様々な異業種の展開と
絡ませて可能性を生んでいく。
これが小郡市の生き方ではない
かなと思っています。
小郡市の観光政策について
❶小郡市がこれまで行ってき
た観光政策について、❷今後の
観光政策についてお答えくださ
い。
市長 ❶小郡市には観光地とい
われる場所や全国有数の特産品
などといった観光の要となるも
のが少なく、試行錯誤の中で取
り組んできました。そのような
中、小郡市観光協会を一般社団
法人とすることで、事務局に専
従の職員を配置し活動の幅を広
げてきました。❷今後は、七夕
を小郡の地域ブランドとして確
立するために「七夕プロジェク
ト」と題して、イベント戦略、
イメージ戦略、商品戦略の３つ
を柱とした観光の取り組みに着
手し、着地型観光を目指してい
きます。

10

−

小野 壽義

しており、ご理解を頂きたいと
思います。
教育長 ❷通学路は各学校が児
童・生徒の安全確保と教育的環
境維持のため、地域や保護者の
意見をもとに設定しています。
保護者と学校が通学路を実際に
歩いて、通学安全マップに危険
箇所や不審者情報が分かるよう
にまとめ、家庭と学校で情報共
有を図っています。教育委員会
としても通学路を把握出来るよ
うに、新学期に通学路を設定し
た後、提出をお願いしています。
街路灯及び防犯灯について
❶昨年の台風で倒壊した街路
灯の復旧工事と老朽化した街路
灯について、❷防犯灯について
お尋ねします。
市長 ❶全国的に街路灯倒壊事
故が相次ぎ、市も平成 年から
点検を行い、照明灯の補修を検
討する時期にきています。倒壊
した街路灯は新年度に対応予定
です。❷市が設置する広域防犯
灯があり、全域で約８９０基を
整備しています。区設置の防犯
灯 ＬＥＤ 、 蛍 光 灯 に は 補 助 金 の
助成があり、 基が新たに設置
されています。

20

28

79

10

17

10

27

17

45

（おごおり創志会）

通学路について
❶路側帯が狭く通行に大変危
険な箇所がありますが、その把
握と改善について、❷通学路の
把握について、❸グリーンベル
トの設置状況について、❹コ
ミュニティバスのルート変更に
よる児童の利用についてお尋ね
します。
市長 ❶指摘の箇所は、小型の
ボックスカルバートが設置され
路側帯が大変狭く通行しにくい
状況になっています。橋梁の架
け替えは厳しく、子ども達や歩
行者の安全確保を検討していき
ます。❸教育委員会が実施する
通学路点検や校区の要望を基に
順次施工を行っていきます。
❹コミュニティバスは４月１日
に運行ルート改正し利便性を向
上するものです。あすみ地区や
小学校からの要望書も提出され、
同地区の小学生の人数増の確認
も行いルートの変更が必要と判
断しました。他の校区の通学で
も小学生以上は一律１００円と
−

−

−
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29

す。虐待の受理人数は 名です。
虐待が児童等に与える影響に
ついてお聞かせください。
子ども・健康部長 体罰や暴言
等は子どもの脳が委縮するなど
発達に対して深刻な影響を及ぼ
すと言われています。また、長
く継続的に虐待を受けることで、
虐待を受けた子どもが大人に
なったときに虐待をする側に回
るという虐待の連鎖につながる
ことが多いと言われています。
小郡市ではどのような取り組
みを行っていますか。
子ども・健康部長 乳児家庭全
戸訪問事業・産後ケア事業をは
じめ、子ども総合相談センター
にて０～ 歳までの子どもを切
れ目なく継続的に支援していま
す。また、あすてらすのロビー
などを利用して市民啓発の取り
組みも行っています。
今後はどのような視点で取り
組みを行っていきますか。
子ども・健康部長 親への支援
と子どもの人権を守るという視
点を持って取り組んでいきます。
子どもは社会の宝です。小郡市
全体で子ども・子育てを支援し
ていきたいと思います。
13

30

−

（志成会）

ということがあったかと思いま
す。その点は深く反省していま
す。
運転免許証
自主返納支援事業について
一定の成果が出たことにより、
運転免許証自主返納支援事業は
３月末をもって終了するとのこ
とですが、わかりやすい説明を
お願いします。
市長 この事業は、高齢者によ
る事故防止のために運転免許証
の自主返納を促す一時的な刺激
策であり、経常的に続けても効
果が薄いことから、一旦事業を
終了することにしました。
今後、この事業の対象となる
方が増加するのではないかと思
いますが、どのように考えてお
られますか。
経営政策部長 経常的に続けて
も効果が薄いとの判断から一旦
事業を終了し、公共交通体系の
整備や、買い物支援の施策に力
を入れていく必要があると考え
ています。

−

深川 博英

公共施設の使用料、
手数料の改定について
今議会に提案されている条例
改正において、公共施設の使用
料や手数料が見直されることに
なっています。どのような趣旨
で値上げをされるのかお尋ねし
ます。
月から消費税法が改定
市長
されることに伴い、 ％の消費
税を使用料に上乗せさせていた
だくもので、使用料の区分や基
本使用料に変更を生じさせるも
のではありません。
公共施設の使用料が急に上
がったと市民の方からお聞きし
ましたが、実際に上がったので
すか。
教育部長 文化会館等を民間企
業が営利目的で使用する場合に
は、使用料の割り増しという制
度を設けています。しかしなが
ら民間企業なのかどうなのかわ
からないような場合については、
きちんと周知期間等を設けきれ
ておらず、市民の混乱を招いた

9

−
10

−

−

−

−

10

小坪 輝美

−

（日本共産党）

12

小郡市における児童虐待の現状
と取り組みについて
平成 年度の児童相談所での
児童虐待相談対応件数は 万３
７７８件で過去最多です。心理
的虐待の割合が最も多く、次い
で身体的虐待の割合が多くなっ
ています。そこで、小郡市にお
ける児童虐待の現状と取り組み
についてお尋ねします。
市長 子ども総合相談センター
の態勢を整え、小郡市内の助け
を必要とする子どもたちや家庭
に対し、関係機関や地域の見守
りとの連携で、児童虐待の早期
発見に努め、重篤なケースに陥
らないよう支援していきたいと
考えています。
小郡市の具体的な相談件数と
児童虐待の相談件数の現状を教
えてください。
子ども・健康部長 平成 年
月末までに家庭児童相談室で受
けた相談対応の延べ回数は、１
０２２件で、しつけや育児に関
する養育相談が最も多かったで
−

18
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田代 和誠
（志成会）

もう限界！給食センター
平成 年度の予算で、市内全
ての小学校における自校式給食
の整備の完了が見えてきました。
財政状況が厳しい中、 年以上
前から建て替えが言われている
給食センターも老朽化がさらに
進み、いつ何が起きてもおかし
くない状況をマンパワーでカ
バーしている状況があります。
老朽化の進んだ給食センターの
建て替えは予定通り進むので
しょうか。また、今後考えられ
る様々な公共施設の建設や建て
替えの中で、給食センターはど
のような位置付けになっている
でしょうか。
教育部長 現給食センターは非
常に老朽化が進んでおり、この
施設を維持補修して、長寿命化
するのは非常に厳しく限界があ
ります。市としては、新しく建
設していくことを検討していま
す。
市長 給食センター、体育館、
消防署の問題、ともにいずれも
10

百瀬 光子

金も千円から５００円に見直す
予定です。❷２０２０年度から、
小学校区単位で保健師の地区担
当制を予定しています。
包括的支援事業について
❶生活支援体制の整備につい
て、❷認知症支援の取り組みに
ついて、❸地域包括支援セン
ターの役割についてお尋ねしま
す。
市長 ❶平成 年度から生活支
援コーディネーターを１人増員
し、校区の実情把握に努めます。
また市全域を対象とした協議体
を設置します。❷認知症初期集
中支援チームは、認知症の人を
訪問し、必要な医療や介護の導
入、調整や自立生活のサポート
を行います。市内小学校でサポ
ーター養成講座を実施し、高齢
者への理解を深めています。ま
た、地域と市の協働により、各
校区で認知症カフェのさらなる
推進に努めます。❸２０２０年
度には、日常生活圏域を３つに
分け、各圏域に民間委託による
地域包括支援センターを設置し、
各センター間の総合調整や後方
支援等を役割とした市直営の基
幹型センターを設置します。
31

−

（公明党）

31

地域包括ケアシステムについて
高齢になっても健康でいる為
には、私たち自らがフレイル
（虚弱）予防をしっかり実践す
ることが大切で、栄養・身体活
動・社会参加の３つが効果的で
す。
介護予防・日常生活支援の
取り組みについて
❶健康寿命延伸の取り組みに
ついて、❷介護予防と早期発見
の取り組みについて、❸まちづ
くり協議会や行政区との協働の
取り組みについてお尋ねします。
市民福祉部長 ❶２０２０年度
から健康づくりポイント制度の
導入を考えています。❷日常生
活で必要となる機能を把握する
基本チェックリストの周知に努
めます。❸現在、各行政区の実
情に応じた見守り訪問活動の進
め方については、市と社会福祉
協議会で個別に支援しています。
子ども・健康部長 ❶平成 年
度から若年者健康診査の対象者
を拡大し、特定健診の自己負担
−

−

31

老朽化が進んでいますので、そ
れぞれの対応について、何から
手をつけられるかについては慎
重に考えながら、対応できると
ころから実現できるプランを示
し、取り組んでいきたいという
考えです。どの施設を先にどの
ようにするのかは、現在お答え
できる状況ではありません。
財政状況が厳しい中で、給食
センターの建て替えをどうして
も待たなければいけない状況に
なった場合、これから生徒の数
も減少することが予想されるの
で、小学校の自校式給食施設で
中学校分もカバーするなどして
乗り切る準備も必要だと考えま
すが、いかがでしょうか。
副市長 中学校分を小学校施設
でカバーする考えはあるかとい
うことですが、今のところその
ような結論に達しているわけで
はありません。給食というのは
大変重要な行政課題です。どう
すれば子どもたちに、安全な給
食を提供できるか給食センター
の建設と合わせて調査していき
ます。

−
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11

（志成会）

性が求められる中、御原、味坂
地区の便数が１日４便から２便
に減便されますが、理由と対策
についてお尋ねします。
都市建設部長 収支率を考慮し
減便となりますが、対策として、
コミュニティバスの日曜日運行
やデマンドタクシー等の導入、
民間事業者のバスや自治会バス
の活用などを考えています。
食と農の複合施設を活かした
農業振興について
昨年の３月に「小郡市食と農
の複合施設基本調査報告書」が
作成され、多くの市民が施設の
建設を望んでいます。建設に向
けての進捗状況をお尋ねします。
市長 複合施設調査研究委員会
を組織し、基本調査の結果をも
とに、複合施設が持つべき機能
やふさわしい様態などがどのよ
うなものか、先進地視察等を行
い調査研究を行ってきました。
今後、農業・観光・地域支援
と連携し、小郡市の魅力を多角
的に発信するものになるよう調
査研究を継続し、平成 年度か
ら基本計画に着手すると位置付
けています。

−

山田 忠

20

（志成会）

年度任用職員制度など不確定な
要素もあり、加えて少子・高齢
化に伴う扶助費の増加、消費税
増税や物価上昇に伴う物件費の
増加、介護保険事業特別会計や
後期高齢者医療特別会計に対す
る繰出金など、経常収支比率を
引き上げる要因が多いと思いま
す。
具体的な解決策について、枠
配分方式による歳入に見合った
予算編成を継続します。その中
で既存事業に優先順位をつけな
がら見直しを行うなど、ビル
ド・アンド・スクラップを進め
ていく方針です。
また、平成 年度予算の事業
についても、さらに精査し、凍
結が必要と判断したものは、執
行の見直しにも取り組んでいき
ます。さらに、投資的経費の抑
制、公債費の適正化、総人件費
の抑制のほか、歳入財源の確保
などを含めた財政健全化計画を
今年の５月末を目途に策定しま
す。その他、民間との連携等の
創意工夫を行うなど、市の負担
を抑制し、持続可能な財政運営
を図りたいと考えています。
−

−

施政方針について
❶今後向こう 年、 年のま
ちづくりをどのような方向性で
進めていく必要があると考えて
いますか。❷既存事業の見直し
を行うビルド＆スクラップを推
進されるようですが、今回、事
務や事業の廃止だけでなく、既
存の事業の統合や見直し等が行
われたのかお尋ねします。
市長 ❶２０２５年問題、２０
４０年問題を控え、厳しい時代
への準備をしていかなければな
りません。今後、市民との協働
や民間との連携が重要になって
くると考えています。
総務部長 ❷ビルド＆スクラッ
プの考え方に基づき、「つなが
るまち小郡アクションプラン」
の中で事業の見直し、統合を
行っています。
公共交通で結ぶコンパクトな
まちづくりについて
公共交通の一つであるコミュ
ニティバスは交通不便地域解消
のため重要です。さらなる利便
10

後藤 理恵

具体的な財政再建策を！
新年度予算については過去最
大規模である２２０億８７００
万円が計上されています。しか
し、本市においては、財政の硬
直化が続き、財政調整基金が８
億２千万円ほどしかないという
厳しい現状です。今後、扶助費
や公債費の増加などが見込まれ
ることを踏まえ、緊急かつ具体
的な行政改革行動計画を策定し、
実行することが必要と考えます
が、具体的な解決策についてお
尋ねします。
市長 本市は経常収支比率が高
く、特に人件費、公債費、一部
事務組合に対する補助費が例年
高くなっています。また標準財
政規模に対する割合を見てみる
と、下水道事業に対する繰出金
も高くなっています。
今後の見通しについては、市
税や地方交付税、国からの交付
金など経常的な歳入の増加は見
込めない状況です。一方、歳出
は幼児教育無償化の影響や会計
−
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廣瀬 勝栄

も踏まえつつ、最終的な判断を
しなければならないと考えてい
ます。策定後は、市民に対して
の説明を実施していくことも必
要です。
以上のようなそれぞれの取り
組みを進めながら、可能な限り
早く判断を行い、次のステップ
に臨んでいきたいと考えていま
す。

大場 美紀
（おごおり創志会）

財政状況について
今年度の一般財源の総額が、
必ず予算化しなければならない
経費などでも２億円不足してい
る理由とその対応についてお尋
ねします。
経営政策部長 社会保障費の増
加や住民ニーズの多様化、消費
税改定などによる経費増大が理
由と考えます。ふるさと寄附金
を積み立てている『まちづくり
支援金』を活用するなど、一般
財源必要額の縮減をはかり、さ
らに不足する部分は財政調整基
金の繰り入れを行いました。
枠配分方式について
経常経費やその他の必要な経
費については、一般財源を各課
に枠配分する方式で予算編成が
行われています。その効果と主
な問題点についてお尋ねします。
経営政策部長 昨年度より扶助
費が２億円増え、人件費及び消
費税の増に伴う経費など、確実
に予算化しなければならない経
費が増える中、選択と集中がで
−

−

（市民クラブ）

体育館建設について
老朽化著しい体育館の建て替
えについて、今後、具体的にど
のように計画していくのかお尋
ねします。併せて、建設場所、
規模、建設予定年度、財源の確
保、財政計画について、どのよ
うに考えておられるのかお尋ね
します。
市長 現在は、建設規模を６０
００平方メートル程度に縮小し、
市の経費負担が最も少なくて済
む現地での建て替えが可能かど
うかをまず考え、一つ一つの事
項について検討している段階で
す。現地での建て替えの場合に
は、敷地面積が想定よりもやや
狭いことや現体育館を残しなが
ら新体育館を建設していくため
の手法など、幾つかの難しい課
題について特に検討を重ねてい
ます。この場合、主な財源とし
て交付税措置率が有利な公共施
設等適正管理推進事業債を活用
することを考えています。
また、他の工事の利点と課題
−

きた予算編成になっていること
が成果と考えます。問題点は、
経常経費以外の臨時経費に対す
る配分については、要求額を
ベースとするために過大に要求
し枠配分額を確保するところが
見受けられる点などです。
健全財政に向けて
健全財政に向けた市長の覚悟
と、その対応方針となる考え方
についてお尋ねします。
市長 予算編成の基本となる歳
入に見合った歳出予算の編成に
徹底する仕組みづくりが必要で
あることを、ずっと強調してい
ます。従来型の強制的に一律予
算カットをするという行革手法
というのは、社会情勢を踏まえ
た時代の要請には応えることが
できず、多様化し、高度化して
いる市民ニーズに応えることは
出来ません。枠配分方式による
経常経費の予算編成の進化と、
実施計画に充当する一般財源の
限度額を明示したシーリング手
法をベースとする新たな仕組み
づくりを取り入れた、財政の健
全化に向けた方針を今年５月中
にまとめていきます。

−
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